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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、自動車関連メーカー

をはじめとした国内製造業が直接的、間接的に被害を被ったことにより、生産活動に落ち込みがありま

したが、サプライチェーンの復元により生産活動も回復してきました。 

 しかし、未だに電力供給の不安定な状態が解決されておらず、加えてユーロ圏の財政危機等に端を発

する円高の進行により、依然としてわが国経済は先行きが不透明な状況となっております。 

このような状況の中で、国内では、太陽光発電関連部品を中心とした住宅・建材関連の需要が増加し

たものの、東日本大震災の影響等により自動車・輸送機関連の需要が減少したことなどから、全体では

低調に推移しました。 

また海外では、北米は、太陽光発電関連部品を中心とした住建・住設関連が好調に推移するなか、震

災による影響で自動車・輸送機関連は落ち込み、また、家電製品を中心とした電機・電子関連でも、主

要顧客の生産縮小等により収益は悪化しました。一方、東アジアでは、中国における家電製品を中心と

した電機・電子関連、自動車・輸送機関連の需要増により好調に推移し、東南アジアでも、マレーシア

の家電製品を中心とした電機・電子関連等、また、タイで家電製品を中心とした電機・電子関連、自動

車・輸送機関連で需要増があり、全体としては好調な推移となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は18,590百万円と前年同期比1,550百万円の減収とな

りました。利益面では、営業利益は303百万円と前年同期比138百万円の減益、経常利益は336百万円と

前年同期比157百万円の減益となりましたが、四半期純利益は256百万円と前年同期比47百万円の増益と

なりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比581百万円増の52,558百万円と

なりました。これは主に国内において、売上高の減少に伴う売上債権の減少等はありましたが、出荷数

の減少に伴い棚卸資産が増加したこと等により、流動資産が前連結会計年度末比453百万円増加したこ

とによります。 

また負債は、前連結会計年度末比431百万円増の19,161百万円となりました。これは主に国内におい

て、売上高の減少に伴う仕入債務が減少したのに対し、法人税、配当金等の支払いでの一時的な資金需

要の増加に伴い短期借入金が増加したこと等により、流動負債が前連結会計年度末比531百万円増加し

たことによります。純資産は、前連結会計年度末比150百万円増の33,396百万円となりました。これ

は、利益剰余金が前連結会計年度末比103百万円増加したこと等によります。 

  

業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の数値は今後の

様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、平成23年５月12日に公表いた

しました第２四半期連結業績予想及び通期業績予想につきましては、当初の予定どおり変更はありませ

ん。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社は、従来、有形固定資産のその他に含まれる金型については、定率法によって減価償却を行っ

てきましたが、当第１四半期連結会計期間より、生産高比例法に変更しております。この変更は、近

年、取引先納入部品用の金型が増加し、重要性が増していることから、金型の減価償却方法の見直し

を行った結果、当該金型代金相当額の取引条件（生産数量に応じて代金を回収）に対応させて減価償

却を行うことで、従来の減価償却方法によった場合と比較して、より適正な期間損益を算定すること

を目的として変更したものであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益が63百万円それぞれ減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,365 3,090

受取手形及び売掛金 25,241 25,013

有価証券 28 206

商品及び製品 6,676 7,391

仕掛品 166 154

原材料及び貯蔵品 143 194

その他 1,438 1,451

貸倒引当金 △64 △52

流動資産合計 36,996 37,449

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,210 6,567

土地 4,394 4,376

建設仮勘定 398 16

その他（純額） 1,198 1,291

有形固定資産合計 12,202 12,252

無形固定資産 994 1,009

投資その他の資産   

投資有価証券 1,069 1,044

その他 779 847

貸倒引当金 △65 △45

投資その他の資産合計 1,783 1,846

固定資産合計 14,979 15,108

資産合計 51,976 52,558

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,268 11,154

短期借入金 4,098 5,591

未払法人税等 805 146

賞与引当金 548 276

その他 1,409 1,493

流動負債合計 18,130 18,662

固定負債   

長期借入金 18 12

退職給付引当金 6 7

役員退職慰労引当金 177 124

資産除去債務 174 174

その他 221 179

固定負債合計 599 498

負債合計 18,730 19,161
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 24,553 24,656

自己株式 △553 △554

株主資本合計 34,137 34,240

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 252 236

繰延ヘッジ損益 1 0

為替換算調整勘定 △1,688 △1,655

その他の包括利益累計額合計 △1,434 △1,419

少数株主持分 542 574

純資産合計 33,245 33,396

負債純資産合計 51,976 52,558
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 20,141 18,590

売上原価 16,459 15,060

売上総利益 3,681 3,530

販売費及び一般管理費 3,240 3,226

営業利益 441 303

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 7 6

仕入割引 30 27

その他 52 52

営業外収益合計 94 90

営業外費用   

支払利息 10 10

売上割引 2 3

為替差損 13 20

その他 15 22

営業外費用合計 42 56

経常利益 494 336

特別利益   

事業譲渡益 20 －

特別利益合計 20 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51 －

特別損失合計 51 －

税金等調整前四半期純利益 462 336

法人税、住民税及び事業税 80 66

法人税等調整額 158 △10

法人税等合計 238 56

少数株主損益調整前四半期純利益 223 280

少数株主利益 14 23

四半期純利益 209 256

少数株主利益 14 23

少数株主損益調整前四半期純利益 223 280

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72 △16

繰延ヘッジ損益 1 △1

為替換算調整勘定 168 44

その他の包括利益合計 97 26

四半期包括利益 321 306

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 273 271

少数株主に係る四半期包括利益 47 34
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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